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 各支援機関の施策情報やセミナー情報など、企業の皆様や創業者のお役に立つ情報を配信します。 
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【１】＜｢お客さんを増やしたい｣｢資金繰りが厳しい｣などでお悩みの方！無料経営相談会をご利用 

    ください！＞ 

    大阪府よろず支援拠点による岸和田市無料出張経営相談会 

   （岸和田市） 

 

【２】商店街再生への道  ～ﾃﾅﾝﾄﾐｯｸｽｻﾎﾟｰﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰの挑戦～ 
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   （中小企業庁） 

 

【４】市場動向に係る情報活用セミナー 

   （岸和田商工会議所） 
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------------------------------------------------■--  各 情 報  --■------------------------------------------------ 

【１】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 



     大阪府よろず支援拠点による岸和田市無料出張経営相談会を実施しています 

     （岸和田市） 

 

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    岸和田市と大阪府よろず支援拠点は合同で、毎月原則第１、３水曜日、岸和田市役所にて、 

   企業の皆様のための無料経営相談会を実施しています。経営に関することでお悩み事があり 

   ましたら、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。 

    何度でも無料でご相談いただけます。 

 

    ※ 大阪府よろず支援拠点については、下記よりご覧ください。 

      http://www.yorozu-osaka.jp/ 

 

   日  時 ［日程］1月 11日（水）、1月 25日（水）、2月 1日（水）、 

            2月 15日（水）、3月 1日（水）、3月 15日（水） 

        ［時間］10：00～10：50、11：00～11：50、13：00～13：50 

            14：00～14：50、15：00～15：50、16：00～16：50 

   場  所 岸和田市役所 別館４階 

   参 加 費 無料（何度でも） 

   申  込 産業政策課まで電話（TEL ０７２－４２３－９４８５） 

   問  合 岸和田市役所 産業政策課 商工振興担当 

        ＴＥＬ：０７２－４２３－９４８５（商工振興担当直通） 

 

    ※ 10月から相談業務を開始以来、製造業・和菓子屋・サービス業などの多くの業者から、 

      販路開拓・事業継承・雇用・国の補助金の申請などの幅広い相談がありました。相談 

      後は、みなさん相談してよかったとご回答いただいており、なかには次回の相談の予 

      約をされて帰られる方もいらっしゃいます。どんな些細な事でもいいので、お気軽に 

      無料出張経営相談をご活用ください。 

 

【２】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

           商店街再生への道  ～ﾃﾅﾝﾄﾐｯｸｽｻﾎﾟｰﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰの挑戦～ 

           （岸和田商店経営研究会） 

 

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

   商店街再生への道  ～ﾃﾅﾝﾄﾐｯｸｽｻﾎﾟｰﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰの挑戦～ 

   https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/syokensemina201702.html       

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



    商店街再生の最新事例として評価の高い宮崎県日南市の油津商店街。空き店舗ばかりであ 

   った商店街を見事に再生させたテナントミックスサポートマネージャー木藤さんを講師に招 

   き、商店街活性化への取組についてのお話をきかせていただきます。 

 

   【日 時】平成 29年２月８日(水)14:00～16:00（受付 13：30～） 

   【場 所】岸和田市立産業会館（岸和田市別所町三丁目 13番 26号)   【受講料】無料 

   【定 員】50名（申込先着順） 

   【申 込】電話／FAXにてお申込み（詳しくはホームページをご覧ください）  

   【主催者】岸和田商店経営研究会  

   【問合先】岸和田市役所 産業政策課 商工振興担当 

        TEL：０７２－４２３－９４８５  FAX:０７２－４２３－６９２５ 

 

【３】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

                中小企業等経営強化法のご紹介 

                （中小企業庁） 

 

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    中小企業等経営強化法が、平成 28年７月１日に施行されました。この法律は、経営力の向 

   上に取り組む事業者に対し固定資産税の軽減措置、金融支援等を行い、中小企業等の経営強 

   化を図るものです。「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上 

   や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税 

   制や金融の支援等を受けることができます。また、計画作成については、経営革新等支援機 

   関のサポートを受けることが可能です。 

   

    http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ 

 

   ■問い合わせ先 近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課 

           住所：〒540-8535 大阪市中央区大手前 1－5－44 

           電話番号：０６－６９６６－６０３６ 

 

【４】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

                市場動向に係る情報活用セミナー 

                （岸和田商工会議所） 

 

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    消費者の購買動向は、新聞やネット等からも収集は可能ですが、マクロ的要素の強い情報 



   であることから、自社における顧客特性とは異なるケースが多く見受けられます。つまり、 

   自社において必要な情報は直接自ら収集する方が効率的であり、その具体的な方法のひとつ 

   として、アンケート調査は有効な手段となります。今回のセミナーでは、市場情報の収集方 

   法ならびにアンケート調査票の作成方法とそれらから収集した調査結果の活用方法をわかり 

   やすく解説していただきます。 

 

   【日 時】平成 29年 1月 27日（金）14:00～16:00 

   【場 所】岸和田商工会議所 

   【定 員】40名（先着順） 

   【参加費】無料 

   【講 師】辻紳一氏（中小企業診断士） 

   【内 容】１ 誰でもできる市場情報の収集方法について 

        ２ アンケート調査票の作成方法について 

        ３ 調査結果の活用方法について 

   【申 込】事業書名・住所・電話番号・ＦＡＸ番号・氏名を記入し、 

        岸和田商工会議所までＦＡＸまたは郵送にて 

        岸和田商工会議所 〒596-0045 岸和田市別所町 3－13－26 

        ＦＡＸ：０７２－４３６－３０３０ 

   【問合先】岸和田商工会議所 電話：０７２－４３９－５０２３ 

 

 

【５】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

             利益率１０％を達成できる改善セミナー（応用編） 

             （忠岡町商工会） 

 

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    製造現場のムダを省いて利益率向上を図るために必要な知識が学べるセミナーです。 

    これからカイゼン活動に取り組みたいと考えている方、既にカイゼン活動に取り組んでい 

   るが改良のヒントが欲しいと考えている方、利益率１０％を達成したいと考えている方は、 

   ぜひご参加ください。 

    ※ 平成 28年 11月 22日開催の基本編を受講されていない方も受講いただけます。 

 

   【日 時】平成 29年 2月 21日（火）14:30～17:00 

   【場 所】忠岡町商工会館 ２階会議室 

   【定 員】20名（先着順） 

   【参加費】無料 

   【申 込】以下のホームページからお申込みください。 



        https://www.kokuchpro.com/event/b59936fe95f619957aaf4403f88550f8/entry/ 

   【問合先】忠岡町商工会 電話：０７２５－３３－３０２８ 

 

        詳しくは、以下のホームページをご覧ください。 

        http://www.kokuchpro.com/event/b59936fe95f619957aaf4403f88550f8/   

【６】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

                  カイゼン活動成果発表会 

                  （忠岡町商工会） 

 

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    カイゼン活動に取り組む５社（予定）によるカイゼン活動の実例発表です。他社の取り組 

   み事例から学べる年に１度のチャンスです！ものづくり企業に限らず、カイゼン活動にご興 

   味のある方は、どなたでもご参加いただけます。 

 

   【日 時】平成 29年 2月 23日（木）14:00～19:00 

   【場 所】和泉商工会議所 

   【定 員】80名（先着順） 

   【参加費】無料（交流会も参加無料） 

   【申 込】●受講者は、次のホームページからお申込みください。 

         https://www.kokuchpro.com/event/kaizen20160223/entry/ 

        ○発表企業は、忠岡町商工会へ電話または Eメールでお申込みください。 

         電話：０７２５－３３－３０２８ Eメール：info@tadaoka.or.jp 

   【問合先】忠岡町商工会 電話：０７２５－３３－３２０８ 

 

        詳しくは、以下のホームページをご覧ください。 

        http://www.kokuchpro.com/event/kaizen20160223/  

 

【７】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

              大阪ガスグループの技術ニーズへの提案募集 

              （大阪ガスグループ） 

 

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    大阪ガスグループは新たなパートナーとの連携による技術開発のスピードアップ、開発製 

   品の性能アップ、技術開発の投資効率アップを目指して、保有技術と外部技術との融合によ 

   り付加価値を増大させる「オープン・イノベーション」を推進しています。 

    大阪ガスグループは様々な分野での技術ニーズを公開して、幅広くご提案を募集していま 



   す。募集期間は平成 29年 3月 31日までです。積極的なご提案をお待ちしています。 

 

    詳しくはホームページをご覧ください。 

    http://www.osakagas.co.jp/company/efforts/rd/innovation/index.html 

 

【８】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

                  和泉市産学官連携交流会 

                  （和泉市） 

 

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    和泉市内及び市外のものづくり企業同士のビジネスマッチング及び、企業と和泉市・和泉 

   商工会議所・大阪府立大学・大阪府立産業技術総合研究所等との交流を目的に「平成 28年度 

   第 2回和泉市産学官連携交流会」を開催いたします。 

    多数のものづくり企業の皆様のご参加お待ちしております。 

 

   【日 時】平成 29年２月６日（木）16:00～18:45（15：30開場） 

   【場 所】和泉シティプラザ（和泉市いぶき野五丁目４番７号） 

   【参加費】セミナー：無料 

        懇親会・名刺交換会：1,500円 

   【申 込】参加申込書（市ホームページよりダウンロード可）に必要事項を記入のうえ、 

        大阪府立大学地域連携研究機構ＵＲＡセンターまでＦＡＸまたはメール 

        ＦＡＸ：０７２－２５４－７４７５ Eメール：URA-center@ao.osakafu-u.ac.jp 

   【問合先】大阪府立大学地域連携研究機構ＵＲＡセンター 

        ＴＥＬ：０７２－２５４－９１２８ 

 

        詳しくはホームページをご覧ください。 

        

http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/sangyoubu/syoukouka/osirase/monodukuri_no1/koryuka

i.html 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 編集・発行 岸和田市役所 産業振興部 産業政策課 商工振興担当 

       ＴＥＬ：０７２－４２３－９４８５（商工振興担当直通） 

       E-mail：sangyo@city.kishiwada.osaka.jp 

 

  ※ 各情報の詳細や申込については、それぞれの本文中のホームページやお問い合せ先までご 



確認をお願いいたします。 

 

  ※ このメールマガジンは、平成 28年 3月 23日に開催した「中小企業者・小規模事業者関連 

   施策説明会」にご参加いただいた方の内メールマガジンの配信を希望された方、また、メー 

ルマガジンの配信を希望する旨を当市にご連絡いただいた方に送付しています。 

 

  ※ 配信先の変更・配信停止、また、ご意見・ご要望等については、上記メールアドレスまで 

ご連絡ください。 

 

  ※ 岸和田市企業支援メールマガジンは、原則として月に１回の発行です。 

 

 

 【後記】 

   あけましておめでとうございます。私事ですが休みを利用してあべのハルカスに行ってきま 

  した。夕方に昇ったので大阪の街に灯りがともっていく様子がとてもきれいでした。普段はＪ 

  Ｒ天王寺駅で方向がわからなくなったりしますが、上から見ていると、環状線・阪和線など線 

  路の乗り入れる様子や天王寺公園、あべのキューズモールの位置がよくわかりました。私たち 

  も日々の仕事に追われて周りが見えにくくなっていることもあるかも知れません。そんなとき 

  はあべのハルカスに昇るように、高いところから一度俯瞰してみてはどうでしょうか。何か新 

  しい気づきがあるかもしれません。 

   本年もどうぞよろしくお願いいたします。 


